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しんぐうグローバルカレッジ 日本語科 

2021年 10月、2022年 4月 入学 留学生募集要項 

１．願書受付期間 

2021年 10月入学 :   2021年 2月 1日（月）～2021年  5月 28日 (金） 

2022年  4月入学 :   2021年 8月 1日（日）～2021年 11月 23日（火） 

 

２．入学資格 出願時点において以下の項目を全て満たしていること 

①正規の学校教育における 12年以上の課程を修了していること 

②最終学歴校を卒業して、5年未満であることが望ましい 

③日本語教育施設等で 150 時間以上の日本語学習歴があり、進学 1 年コースは日本語能力

試験 N4 以上、進学 1 年 6 カ月及び 2 年コースは日本語能力試験 N5 以上のレベルである

こと 

＊日本語能力試験または J･TESTに参加していることが望ましい 

④就学目的及び卒業後の進路が明確であること 

⑤本校在学中の学費・生活費などの滞在経費の支弁保証があること 

⑥本校以外の日本語教育機関から「在留資格」の申請をして、不交付になったことがない 

こと 

 

３．学費ならびに納入方法 

《学費》 

 ４月入学 １０月入学 

進学１年コース 進学２年コース 進学 1年 6カ月コース 

１年次 ２年次 １年次 ２年次 

1.出願料 20,000円 20,000円  20,000円  

2.入学金 100,000円 100,000円  100,000円  

3.授業料 480,000円 480,000円 480,000円 480,000円 240,000円 

4.教材料 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 10,000円 

5.前家賃 90,000円 90,000円  90,000円  

6.保険料 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円 4,000円 

7.その他 18,000円 18,000円 18,000円 18,000円 6,500円 

合  計 736,000円 736,000円 526,000円 736,000円 260,500円 

総 合 計 736,000円 1,262,000円 996,500円 
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《納入方法》 

銀行振り込みで納入してください。 

 

《納入期日》 

①出願料 ─ 保証人面接の際に、納入してください。 

②入学金 ─ 本校の指定日（「入学許可証」発送後、約 2週間以内）までに納入して 

ください。      

③授業料、教材料、実習費 ─ 入学式までに、１年コースの方は全額を 

1年６か月コース又は２年コースの方は初年度分を 

一括で納入してください。 

  

《納入に関する注意事項》 

   初年度の学費は一括でお支払いください。※次年度より分割が可能です。 

 

《返金について》 

  以下の場合を除き、納入金の返金は一切いたしません。 

①「在留資格認定証明書」不交付の場合、出願料（20,000円）を除く納入金を返金いたし

ます。 

 

②「在留資格認定証明書」取得後、出国手続きの過程で不許可になった場合、「入学許可

証明書」、「在留資格認定証明書」、入国査証が発給されなかったことが証明できる書

類が提出された時に限り、出願料（20,000 円）を除く納入金を返金いたします。但し、

本人側の事情により、入国できなくなった場合は、返金いたしません。 

 

《授業料免除について》 

  出願時に日本語能力試験（日本国際教育支援協会・国際交流基金主催）の N1、N2か、 

J・TEST の A、B、C 級を取得している学生に対して、初年度の授業料を以下のように減免い

たします。 

手続きには、以下の書類が必要です。 

●日本語能力試験合格者 

「日本語能力認定書」（原本）及び「日本語能力試験合否結果通知書」 

  （減免額） 

  ・N1取得  初年度の授業料  100,000円 減免 

・N2取得  初年度の授業料   50,000円 減免 

  ●J・TEST合格者 

      「認定書」（原本）及び「J・TEST実用日本語検定成績表」 

  （減免額） 

  ・Ａ､Ｂ､Ｃ級取得者  初年度の授業料 100,000円 減免 
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４．授業スケジュール 

＊月曜日から金曜日  （土曜日・日曜日・祝祭日及び本校が定めた日はお休みです。） 

午前 １時間目 ２時間目 ３時間目 ４時間目 

開始時刻 8:30 9:20 10:25 11:15 

終了時刻 9:15 10:05 11:10 12:00 

 

午後 １時間目 ２時間目 ３時間目 ４時間目 

開始時刻 13:00 13:50 14:55 15:45 

終了時刻 13:45 14:30 15:40 16:30 

 

５．カリキュラム 

●初級 

メイン教材 内容 

みんなの日本語Ⅰ、Ⅱ 
生活の中で使う表現を読み、書き、聞き、話す練習。 

漢字３００字程度・語彙  1,500語程度  （日本語能力試験 3級程度） 

 

●初中級 

メイン教材 内容 

みんなの日本語Ⅱ 
日常生活の表現のみならず やや複雑な表現を伝え、 理解する練習。 

漢字７００字程度・語彙 ２，５００語程度 （日本語能力試験３～２級程度） 

 

 

●中級 

メイン教材 内容 

日本語中級 J301、J501 
複雑な表現を伝え、理解す練習。会話・作文・聴解・読解を技能別に指導。 

漢字 1,000語程度・語彙  6,000語程度 （日本語能力試験 2級程度） 

 

●上級 

教材 内容 

新中級から上級への

日本語 

テーマ別日本語上級 

ニュースや新聞を理解する 練習。 論文やレジュメ、報告書を 書く練習。  

漢字 2,000字程度・語彙  10,000語程度 （日本語能力試験 1級程度） 
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＊4月入学 出願から入学まで 

 10月入学用は、P.6をご覧ください。 

《出願》 

4月入学生 出願受付 

  2021年 8月 1日（日）～2021年 11月 23日（火） 

   受付時間：月曜日～金曜日  9：00～17：00 

※土曜日、日曜日、祝日は休館となります。 

 

《入学までの流れ》 

１ 出願書類作成  

２ ＜出願期間中＞ 

出願 

出願書類を本校へ提出してください。出願書類に不備がある場合

は受付いたしかねます。 

３ ＜出願期間中＞ 

出願書類審査 

高校の成績証明認証取得また

は成績認証取得 

中華人民共和国の方で、高校を卒業された方（職業高校を含む）

は、成績認証申請をしていただきます。申請時期、申請方法は出

願後にご案内します。 

４ ＜出願受付後随時＞ 

申請者日本語面接 

申請者本人に日本語面接を行います。 

（詳細は決まり次第ご案内します。） 

５ ＜出願受付後随時＞ 

保証人面接 

出願者、出願書類についてお伺いします。 

面接の際、出願料（20,000円）を納入してください。 

６ ＜12月中旬～下旬＞ 

合否結果通知 

保証人様あてに合否結果を郵送で通知します。 

【合格の場合】 

「入学許可書」及び、「入学手続き」のご案内を送付します。 

【不合格の場合】 

申請書類をお返しします。 

７ ＜本校の指定する日＞ 

入学金納入 

指定の期日までに納入してください。 

８ ＜12月下旬＞ 

「在留資格認定証明書」申請 

本校より、入学許可を受けられた方の「在留資格認定証明書」を

本校より法務省広島入国管理局へ申請します。 

９ ＜「入学許可証」取得後＞ 

パスポート取得 

パスポートを取得していない方は、取得手続きをしてください。 

１０ ＜2月下旬～3月上旬＞ 

「在留資格認定証明書」交付 

法務省広島入国管理局より、本校あてに「在留資格認定証明書」

または「不交付通知書」が届きます。 

  【在留資格認定証明書 交付の場合】 

 「在留資格認定証明書」を保証人様あてに送付します。 

 その際、入学式等のスケジュールのご案内、お預かりした卒業

証書の原本を同封いたします。 

※ただし、入学金が未納の場合は、「在留資格認定証明書」 
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をお渡しできませんので、ご注意ください。 

【在留資格認定証明書 不交付の場合】 

 「不交付通知書」を保証人様あてに送付します。 

１１ ＜3月上旬～中旬＞ 

「在留資格認定証明書」の交

付後 

保証人様は、出願者に「在留資格認定証明書」、入学式の 

スケジュールなどを書留（EMS）にて送付してください。 

１２ ＜「在留資格認定証明書」交付後＞ 

査証取得 

出願者は、「在留資格認定証明書」を受け取り次第、在外日本公

館で査証の手続きを行ってください。査証発給が認められなかっ

た場合は、学校にご連絡ください。 

１３ ＜4月上旬ごろ＞ 

来日 

入学プログラムに間に合うように来日してください。 

来日が決まりましたら、日程をお知らせください。 

１４ ＜入学式までに＞ 

学費の納入 

2021年度納入分の学費を全額納入してください。 

１５ ＜4月中旬ごろ＞ 

入学式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

＊ 10月入学 出願から入学まで 

4月入学用は、P.4をご覧ください。 

《出願》 

10月入学生 出願受付 

 2021年 2月 1日（月）～2021年 5月 28日 (金） 

   受付時間：月曜日～金曜日  9：00～17：00 

※土曜日、日曜日、祝日は休館となります。 

 

《入学までの流れ》 

１ 出願書類作成  

２ ＜出願期間中＞ 

出願 

出願書類を本校へ提出してください。出願書類に不備がある場合

は受付いたしかねます。 

３ ＜出願期間中＞ 

出願書類審査 

高校の成績証明認証取得また

は成績認証取得 

中華人民共和国の方で、高校を卒業された方（職業高校を含む）

は、成績認証申請をしていただきます。申請時期、申請方法は出

願後にご案内します。 

４ ＜出願受付後随時＞ 

申請者日本語面接 

申請者本人に日本語面接を行います。 

（詳細は決まり次第ご案内します。） 

５ ＜出願受付後随時＞ 

保証人面接 

出願者、出願書類についてお伺いします。 

面接の際、出願料（20,000円）を納入してください。 

６ ＜6月中旬～下旬＞ 

合否結果通知 

保証人様あてに合否結果を郵送で通知します。 

【合格の場合】 

「入学許可書」及び、「入学手続き」のご案内を送付します。 

【不合格の場合】 

申請書類をお返しします。 

７ ＜本校の指定する日＞ 

入学金納入 

指定の期日までに納入してください。 

８ ＜6月下旬＞ 

「在留資格認定証明書」申請 

本校より、入学許可を受けられた方の「在留資格認定証明書」を

本校より法務省広島入国管理局へ申請します。 

９ ＜「入学許可証」取得後＞ 

パスポート取得 

パスポートを取得していない方は、取得手続きをしてください。 

１０ ＜8月下旬～9月上旬＞ 

「在留資格認定証明書」交付 

法務省広島入国管理局より、本校あてに「在留資格認定証明書」

または「不交付通知書」が届きます。 
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  【在留資格認定証明書 交付の場合】 

 「在留資格認定証明書」を保証人様あてに送付します。 

 その際、入学式等のスケジュールのご案内、お預かりした卒業

証書の原本を同封いたします。 

※ただし、入学金が未納の場合は、「在留資格認定証明書」 

をお渡しできませんので、ご注意ください。 

【在留資格認定証明書 不交付の場合】 

 「不交付通知書」を保証人様あてに送付します。 

１１ ＜9月上旬～中旬＞ 

「在留資格認定証明書」の交

付後 

保証人様は、出願者に「在留資格認定証明書」、入学式の 

スケジュールなどを書留（EMS）にて送付してください。 

１２ ＜「在留資格認定証明書」交付後＞ 

査証取得 

出願者は、「在留資格認定証明書」を受け取り次第、在外日本公

館で査証の手続きを行ってください。査証発給が認められなかっ

た場合は、学校にご連絡ください。 

１３ ＜10月上旬ごろ＞ 

来日 

入学プログラムに間に合うように来日してください。 

来日が決まりましたら、日程をお知らせください。 

１４ ＜入学式までに＞ 

学費の納入 

2021年度納入分の学費を全額納入してください。 

１５ ＜10月中旬ごろ＞ 

入学式 
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出願書類リスト 

●出願者の提出書類 

No. 書   類   名 

1 入学願書【所定書式】 

＊必ず出願者本人が記入してください。代筆は認めません。 

＊氏名の上に、必ずアルファベットを記入してください。 

＊写真を貼付してください。 

2 履歴書【所定書式】 

＊必ず出願者本人が記入してください。代筆は認めません。 

＊氏名の上に、必ずアルファベットを記入してください。 

＊学校、職場の所在地は略せずに、○○号まで詳しく記入してください。 

3 パスポートの写し 

＊記載のある全てのページの写しを提出してください。 

＊パスポートを所持していない場合、国籍・氏名の英語表記・性別・生年月日を公的に証明できる

書類を提出してください。 

4 就学理由及び卒業後の予定説明書【所定書式】 

＊必ず出願者本人が記入してください。代筆は認めません。 

＊学習目的、卒業後の進路について、明確に記入してください。 

5 日本語学習状況証明書（①、②のどちらか） 

①本国にある日本語学校が発行した証明書、或は、本校の所定書式に日本語学校の先生に記入しも

らい、提出してください。 

＊出願する時点で 150時間以上の日本語学習歴のあること。 

②日本語能力試験、或は、実用日本語検定（J-TEST）の結果通知書。 

＊日本語能力試験Ｎ5以上のレベル、或は、実用日本語検定（J-TEST）のＦ点以上であること。 

6 写真〈縦 4㎝×横 3㎝〉5枚 

＊出願の３ヶ月以内に撮影されたもので、正面、無帽、無背景で鮮明なもの。 

＊写真の裏に氏名と国を明記してください。 

＊1枚は、願書に貼付してください。 

7 高等学校の卒業証明書または卒業証書の原本 

＊中華人民共和国の方は、必ず卒業証書の原本を提出してください。卒業証書のカバーも必要 

です。 

＊中華人民共和国の方で、職業高校卒業の方は、公証書を提出してください。 
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8 大学等の卒業証明書または卒業証書の原本（高等学校卒業後、大学、大学院、短期大学、専門学校

等に進学している方） 

＊中華人民共和国の方は、必ず卒業証書の原本を提出してください。卒業証書のカバーも必要 

です。 

＊中華人民共和国の方で４年制大学本科を卒業された方は、学士学位証書の原本を提出してくださ

い。 

＊中華人民共和国の方は、大学の学歴認定証明書（インターネットからプリントアウトしてくださ

い。） 

＊在学中の方は、在学証明書を提出してください。 

＊休学して来日する場合は、学校からの復学証明書を提出してください。 

9 高等学校の成績証明書 

＊年度毎の成績が記載されている証明書を提出してください。 

10 大学等の成績証明書（高等学校卒業後、大学、大学院、短期大学、専門学校等に進学している方） 

＊年度毎の成績が記載されている証明書を提出してください。 

11 戸籍謄本【中華人民共和国以外の方】 

＊戸籍謄本は、最新のもので、記載のある全ページを濃くコピーしたものを提出してください。 

12 居民戸口簿全ページを濃くコピーしたもの、または写真撮りしたもの【中華人民共和国の方】 

＊家族全員のものを提出してください。 

＊最新の情報に更新したものを提出してください。（住所、職業、文化程度など） 

＊家族・親族関係の公証書も提出してください。 

13 在職証明書（職歴のある場合） 

＊在職期間及び職務内容の記載のあるものを提出してください。 

＊勤務先専用の用紙に、勤務先の所在地、電話/FAX番号等が明記されているものを提出して 

ください。 

14 復職証明書（卒業後、復職する場合または、職場から派遣される場合） 

＊勤務先専用の用紙に、勤務先の所在地、電話/FAX番号等が明記されているものを提出して 

ください。 

＊復職年月が明記してある証明書を提出してください。 

15 過去に来日歴が多い場合、その証明書または説明書 

16 研修来日歴のある場合、その証明書 

＊研修の内容、期間、手当、受け入れ機関の連絡先が明記されているもの 

＊前回入国管理局へ申請した書類のコピーを提出してください。 

17 家族（配偶者）を自国に残して来日する場合、家族の生活についての説明書及び家族の同意書 

＊家族（配偶者）が（母国語で）作成してください。代筆は認めません。 

18 身分証明書の写し 

 

 

 

日本語以外で記載されている書類の全てに日本語の翻訳文を添付してください。 

翻訳文には翻訳した方の氏名及び連絡先を記入してください。氏名及び連絡先は、それぞれのペー

ジの最後に記入してください。 
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●経費（日本滞在中の学費・生活費等）支弁者の提出書類 

◇ 出願者本人が自己負担する場合 

１ 経費支弁書【所定書式】 

＊経費支弁者本人が母国語で記入してください。代筆は認めません。 

２ 年間所得証明書及び過去 3年分の納税証明書 

＊勤務先から発行される証明書である場合、勤務先専用の用紙に、勤務先の所在地、電話／ＦＡＸ

番号等が明記されているものを提出してください。 

３ 本人名義の銀行残高証明書 

＊海外送金可能な銀行の証明書を提出してください。 

＊中華人民共和国で発行される方は、預金通帳（定期存単）をコピーしたもの、又は写真撮りした

ものを添付してください。 

＊銀行名、銀行の所在地、電話/ＦＡＸ番号等が明記されているものを別紙で、提出してください。 

４ 経費を作るに至った経緯のわかる預金通帳の写し等 

＊記載のある全てのページのコピー、または写真撮りしたものを提出してください。 

＊表紙のコピーも必要です。 

 

◇ 本国からの送金により支弁する場合 

１ 経費支弁書【所定書式】 

＊経費支弁者本人が母国語で記入してください。代筆は認めません。 

２ 在職証明書 

＊勤務先専用の用紙に、勤務先の名称、勤務先の所在地、電話／ＦＡＸ番号、在職期間、職務内容

が明記されているものを提出してください。 

＊会社経営者及びその役員の場合は、登記簿謄本を提出してください。 

＊自営業の方は、営業許可書の写しを提出してください。 

＊中華人民共和国の方は、営業許可証等を写真に撮ってご提出ください。 

３ 年間所得証明書及び過去 3年分の納税証明書 

＊勤務先から発行される証明書である場合、勤務先専用の用紙に、勤務先の所在地、電話／ＦＡＸ

番号等が明記されているものを提出してください。 

＊会社経営者の方は損益決算書を提出してください。 

４ 銀行残高証明書 

＊海外送金可能な銀行の証明書を提出してください。 

＊中華人民共和国で発行される方は、預金通帳（定期存単）をコピーしたもの、又は写真撮りした

ものを添付してください。 

＊銀行名、銀行の所在地、電話／ＦＡＸ番号等が明記されているものを別紙で、提出してください。 

５ 経費を作るに至った経緯のわかる預金通帳の写し等 

＊記載のある全てのページのコピー、または写真撮りしたものを提出してください。 

＊表紙のコピーも必要です。 
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６ 出願者本人との関係を証明するための書類 

＊親族の場合は、戸籍謄本を提出してください。 

＊中華人民共和国の方は、居民戸口簿のコピーと親族関係公証書を提出してください。（戸口簿は、

最新のもので、記載のある全ページを濃くコピーしたもの、又は戸口簿を写した写真を提出して

ください。） 

＊送金者が親族以外の場合は、その関係を立証するもの（手紙や写真）を添付し、その関係を具体

的に立証してください。 

 

◇ 本邦居住者が経費を支弁する場合 

１ 経費支弁書【所定書式】 

＊経費支弁者本人が母国語で記入してください。代筆は認めません。 

２ 在職証明書 

＊在職期間及び職務内容の記載のあるものを提出してください。 

＊勤務先専用の用紙に、勤務先の所在地、電話／ＦＡＸ番号等が明記されているものを提出して 

ください。 

＊会社経営者及びその役員の場合は登記簿謄本を提出してください。 

＊自営業の方は営業許可書の写しを提出してください。 

３ 過去 3年分の年間所得証明 

＊住民税の課税証明書及び納税証明書（総所得及び納税状況が記載されたもの） 

＊源泉徴収票は認められません。 

４ 銀行残高証明書 

＊銀行指定の正式な用紙に、銀行の所在地、電話／ＦＡＸ番号等が明記されている証明書を提出 

してください。 

５ 経費を作るに至った経緯のわかる預金通帳の写し等 

＊記載のある全てのページを濃くコピーしたもの、または写真撮りをしたものを提出してくださ

い。 

＊表紙のコピーも必要です。 

６ 出願者本人との関係を証明する書類 

＊親族の場合、戸籍謄本。 

＊送金者が親族以外の場合は、その関係を立証するもの（手紙や写真）を添付し、その関係を具体

的に立証してください。 

７ 同一世帯全員が記載された住民票 

＊在日外国人の場合、外国人登録済証明書を提出してください。 

 

日本語以外で記載されている書類の全てに日本語の翻訳文を添付してください。 

翻訳文には翻訳した方の氏名及び連絡先を記入してください。氏名及び連絡先は、それぞれのペ

ージの最後に記入してください。 
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◇企業あるいは公益法人等の団体で支弁する場合 

１ 経費支弁書【所定書式】 

＊経費支弁者本人が母国語で記入してください。代筆は認めません。 

２ 登記簿現在事項全部証明書またはこれに変わるもの 

＊３ヶ月以内に発行されたものを提出してください。 

３ 銀行残高証明書 

＊３ヶ月以内に発行されたものを提出してください。 

４ 出願者本人との関係を証明する書類 

 

●身元保証人の提出書類 

１ 身元保証書(本校あて)【所定書式】 

＊身元保証人ご本人が記入してください。代筆は認めません。 

２ 身元保証経緯説明書（本校あて）【所定書式】 

＊身元保証人ご本人が記入してください。代筆は認めません。 

 

 

日本語以外で記載されている書類の全てに日本語の翻訳文を添付してください。 

翻訳文には翻訳した方の氏名及び連絡先を記入してください。氏名及び連絡先は、それぞれのペ

ージの最後に記入してください。 

 

 

 

※注意事項 

 ①所定書式と書いてある書類は、別紙の様式をご使用ください。コピーしたものや古い様式の

書類は使用できませんので、ご注意ください。 

 ②書類のコピーは、できるだけ A4用紙に片面のものを提出してください。 

 ③申請書類が古い場合は、受付できません。３ヶ月以内に発行されたものをご提出ください。 

 ④出願書類に不備がある場合は、書類の受付ができません。必ず出願書類リストでご確認の上、

ご提出ください。（ご提出の際、確認させていただきます。） 

 ⑤日本語以外で記載されている書類の全てに日本語の翻訳文を添付してください。翻訳文には、

翻訳した方の氏名及び連絡先を記入してください。氏名及び連絡先は、それぞれのページの

最後に記入してください。 

 ⑥入学許可審査に伴い、以上の書類のほかに書類を求められる場合がありますが、その際は、

速やかに書類をご提出ください。 

 ⑦すでに短期滞在以外の査証で入国されている方、または入国予定の方は、手続き書類がこと

なりますので、直接事務局までお問い合わせください。 


